
岩手県中学校体育連盟

第46回全日本中学校陸上競技選手権大会

８月21日（水）～24日（土）

大阪府大阪市：ヤンマースタジアム長居　ヤンマーフィールド長居

＜男子＞ ◯…予選･組での順位

８００ｍ 菊池　優佑 金ケ崎 予選２組 ２’４”21 ⑤ 落選

走り幅跳び 佐々木　悠人 水沢 予選２組 ６ｍ78 ③ 決勝進出

決勝 ６ｍ82 第６位

走り高跳び 畑　　　周 盛岡･河南 予選１組 １ｍ84 ⑬ 落選

久保田　了太 城西 予選２組 記録なし 落選

棒高跳び 菅野　航太 北上 予選２組 ４ｍ20 ① 決勝進出

決勝 ４ｍ20 第３位 ★

砲丸投げ 髙橋　竜偉 厨川 予選２組 13ｍ88 ⑥ 落選

影田久保　隼人 田老一 予選１組 13ｍ97 ⑧ 決勝進出

決勝 13ｍ95 12位

土井　飛彩 金ケ崎 予選１組 12ｍ45 ⑳ 落選

四種競技 久世　紫聖 久慈 予選 2570点 ⑭ 落選

４００ｍリレー 杉田　陽都 厨川 予選４組 失格 落選

藤原　航祐 　

松尾　駿仁

吉川　　颯

杉田　楓都

藤倉　嘉人

＜女子＞

２００ｍ 筑後　なごみ 紫波一 予選２組 25”96 ⑧ 落選

８００ｍ 田中　希歩 矢巾 予選10組 2’17”03 ③ 落選

走り高跳び 向井　柚稀 見前南 予選２組 1ｍ63 ① 決勝進出

決勝 1ｍ63 第３位 ★

砲丸投げ 久保田　美咲 種市 予選１組 13ｍ89 ④ 落選

決勝 13ｍ83 第７位

浅水　心結 久慈 予選２組 ９ｍ90 ㊶ 落選

４００ｍリレー 小倉　侑奈 滝沢 予選３組 49”53 ③ 準決勝進出

吉田　美歩 準決勝１組 49”72 ④ 落選

中山　空央

藤原　和花

多田エリーシャ凪桜

萩原　成美

第59回全国中学校水泳競技大会

８月17日（土）～19日（月）

京都府京都市：京都アクアリーナ

＜男子＞

1００ｍ背泳 吉田　修一朗 盛岡河南 予選 1’01”07 21位 落選

2００ｍ背泳 吉田　修一朗 盛岡河南 予選 2’11”73 20位 落選 県中新

＜女子＞

４００ｍ個人メドレー 辻山　小珀 磐井 予選 5’01”67 17位 落選

４００ｍメドレーリレー 山崎　有紀 福岡 予選 4’37”12 27位 落選

千葉　彩佳

酒井　夏実

福田　明里

４００ｍ個人メドレー 辻山　小珀 磐井 予選 5’03”99 21位 落選

第49回全国中学校バスケットボール大会

８月22日（木）～25日（日）

和歌山県和歌山市：和歌山ビッグホエール　和歌山ビッグウェーブ　和歌山県立体育館

＜女子＞

盛岡白百合学園中学校 予選リーグ １回戦 × ５２－５６ れいめい 兵庫

２回戦 ○ ７７－４８ 帯広翔陽 北海道

決勝トーナメント １回戦 × ５２－８６ 京都精華 京都

第48回全国中学校ハンドボール大会

８月20日（火）～23日（金）

兵庫県神戸市：グリーンアリーナ神戸　ワールド記念ホール

＜女子＞

矢巾中学校 １回戦 × 14-22 本庄 兵庫

令和元年度　全国中学校体育大会（夏季大会）の全成績



第50回全国中学校体操競技選手権大会

８月22日（木）～24日（土）

京都府向日市：向日市民体育館

＜男子＞

上澤　幹太 北松園 個人総合 46.200

床 12.050 37位

あん馬 11.050 38位

跳馬 12.600 45位

鉄棒 10.500 80位

＜女子＞

花巻中学校 佐藤　百夏 総合 91.500

菅原　悠未 跳馬 35.200

小原　瑚々 平均台 26.600

井上　湖春 床 29.700

佐藤　百夏 花巻 個人総合 40.850

跳馬 11.850 89位

段違い平行棒 8.500 79位

平均台 9.400 91位

床 11.100 81位

菅原　悠未 花巻 個人総合 37.950

跳馬 11.950 83位

段違い平行棒 7.200 91位

平均台 9.050 94位

床 9.750 97位

小原　瑚々 花巻 個人総合 34.850

跳馬 11.400 97位

段違い平行棒 6.450 95位

平均台 8.150 97位

床 8.850 100位

井上　湖春 花巻 個人総合 30.550

跳馬 9.800 103位

段違い平行棒 6.350 98位

平均台 6.250 103位

床 8.150 102位

伊藤　優奈 城東 個人総合 39.150

跳馬 11.850 89位

段違い平行棒 7.550 89位

平均台 9.900 85位

床 9.850 94位

佐々木桃子 厨川 個人総合 44.700

跳馬 12.100 73位

段違い平行棒 10.850 47位

平均台 9.450 90位

床 12.300 57位

第50回全国中学校新体操選手権大会

８月23日（金）～25日（日）

奈良県橿原市：ジェイテクトアリーナ奈良

＜女子＞

上野中学校 順位 D E 減点 決定点

高橋　祈里

岩本　真実

井上　　　遥

岩本　実咲

土屋　夏鈴

八重樫心桜

村上　小春

松田　悠花

第50回全国中学校ソフトテニス大会
８月20日（火）～22日（木）

京都府宇治市　城陽市：山城総合運動公園

＜男子団体＞

中野中学校 第１試合 ◯ ２－１ 松山 埼玉

第２試合 × １－２ 音戸 広島

＜男子個人＞

橋場柊一郎 中野 １回戦 ○ ４－０ 榎・工藤 音戸（広島）

長根　新太 ２回戦 ○ ４－１ 菅野・工藤 琴平（香川）

３回戦 ○ ４－２ 鈴木・藤田 大住（神奈川）

準々決勝 × ３－４ 中川・西村 下松（山口） 第５位

＜女子個人＞

及川　咲空 北上 １回戦 ○ ４－３ 今野・佐藤 当麻（北海道）

高橋　心菜 ２回戦 × １－４ 布施・大村 河北台（石川）

6.400

92位

63位

26位 5.500 0.9 0.0

94位

98位

101位

47位

15位

87位



第50回全国中学校卓球大会

８月20日（火）～23日（金）

滋賀県大津市：ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）

＜男子団体＞

花巻中学校 １次リーグ 第１試合 〇 ３－２ 日大豊山 東京

G組 第２試合 〇 ４－１ 日南学園 宮崎 決勝トーナメント進出

決勝トーナメント 準々決勝 × ０－３ 明徳義塾 高知 第５位

＜男子シングルス＞

小田島　拓翔 石鳥谷 １回戦 ✕ １－３ 松井 有野北（兵庫）

佐藤　颯太 花巻 １回戦 ✕ ２－３ 岡崎 大野（広島）

多田　啓佑 花巻 １回戦 〇 ３－０ 渡邊 愛工大名電（愛知）

2回戦 × １－３ 辻井 上宮学園（大阪）

遠藤　唯夢 厳美 １回戦 〇 ３－０ 櫻井 留萌（北海道）

2回戦 × １－３ 岩井田 野田学園（山口）

＜女子シングルス＞

小林　りんご 宮古一 １回戦 シード

２回戦 ○ ３－０ 吉﨑 大井西（埼玉）

３回戦 ○ ３－０ 遠藤 山陽女子（岡山）

４回戦 × １－３ 東川 貝塚二（大阪）

第40回全国中学校ソフトボール大会
８月20日（火）～23日（金）

〈女子〉 和歌山県紀の川市：紀の川市立粉河運動場ほか
前沢中学校 １回戦 ○ ７－３ 愛宕・窪川 高知

２回戦 × ０－４ 嵯峨 京都

第50回全国中学校柔道大会

８月17日（土）～20日（火）

兵庫県姫路市：ウインク武道館

＜女子団体戦＞

大宮中学校 １次ﾘｰｸﾞE組 第１試合 △ １－１ 生光学園 徳島

第２試合 × ０－２ 有田 佐賀 予選敗退

＜男子団体戦＞

宮古第一中学校 １次ﾘｰｸﾞA組 第１試合 × ０－５ 望海 兵庫

第２試合 × １－３ 長崎日大 長崎 予選敗退

＜女子個人戦＞

40kg級 鎌田　舞花 厨川 １回戦 × 合わせ技 伊與田 金目（神奈川）

44kg級 遠藤　心優 滝沢南 １回戦 × 上四方固め 鬼塚 吉野（鹿児島）

4８kg級 福田　小桃 仙北 １回戦 シード

２回戦 ○ けさ固め 中島 能登川（滋賀）

３回戦 × 大外刈り 田方 鏡　（熊本）

52kg級 瀬川　佳那 花巻 １回戦 ○ 崩れ上四方固め 作本 桂　（京都）

２回戦 × 崩れ上四方固め 石井 夜須（福岡）

57ｋｇ級 箱石　　花 山田 １回戦 × 足車 伊藤 輪之内（岐阜）

63kg級 中村　瀬那 宮古一 １回戦 × 大内刈り 星野 東松山北（埼玉）

70kg級 千葉　むつみ 北上 １回戦 シード

２回戦 ◯ 合わせ技 鈴木 結城（茨城）

３回戦 ◯ 合わせ技 本田 二見（兵庫）

準々決勝 × 大内刈り 前田 三間（愛媛） 第５位

70kg超級 石川　史奈 矢巾 １回戦 × 優勢 林 中能登（石川）

＜男子個人戦＞

５０ｋｇ級 菅原　隼勢 江釣子 １回戦 シード

２回戦 × 優勢 栁井 高田（山口）

５５ｋｇ級 矢澤　泰千 盛岡河南 １回戦 シード

２回戦 × 優勢 田中 愛知（滋賀）

６０ｋｇ級 宇都宮　暖 宮古一 １回戦 シード

２回戦 ○ 隅落とし 宮本 明和（三重）

３回戦 × 小外刈り 小野 足立学園（東京）

６６ｋｇ級 千葉　蒼竜 大船渡一 １回戦 シード

２回戦 × 大腰 川口 高川学園（山口）

７３ｋｇ級 佐々木　康太 宮古西 １回戦 × 内股 木原 東海大相模（神奈川）

８１ｋｇ級 後藤　天稀 江釣子 １回戦 × 棄権 小泉 六角橋（神奈川）

９０ｋｇ級 行壽　武史 下橋 １回戦 × 優勢 田中 崇徳（広島）

90kg超級 菊池　央太郎 北上・南 １回戦 ◯ 合わせ技 上北 中山（岐阜）

２回戦 × 出足払い 金杉 東海大相模（神奈川）



第49回全国中学校剣道大会

８月21日（水）～23日（金）

大阪府大阪市：丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館）

＜男子団体戦＞

花巻中学校 予選リーグＦ組 第１試合 ○ ２－０ 関ヶ原 岐阜

第２試合 ✕ ０－２ 伊集院 鹿児島 予選敗退

＜女子団体戦＞

花巻中学校 予選リーグＧ組 第１試合 ○ ３－１ 淑徳巣鴨 東京

第２試合 ✕ ０－２ 加古川 兵庫 予選敗退

＜男子個人戦＞

桐野　　光 花巻中学校 １回戦 シード

２回戦 ○ メ　： 田中 竜雲（香川）

３回戦 ○ メコ　： 香川 杵築（大分）

４回戦 ○ メメ　： 内田 宮崎西（宮崎）

準々決勝 × ：　メ 藤田 壬生（栃木） 第５位

五十嵐　颯 山田中学校 １回戦 × ：　コ 平吹 芝　（埼玉）

＜女子個人戦＞

柳田　優月 花巻中学校 １回戦 ○ コ　： 鈴木 周南（静岡）

２回戦 × ：　コ 早川 玉穂（山梨）

伊藤　愛菜 花巻中学校 １回戦 × ：　メ 吉野 尚絅（熊本）

第49回全国中学校相撲選手権大会

８月17日（土）～18日（日）

奈良県奈良市：ならでんアリーナ

＜団体戦＞

盛岡・河南中学校 予選リーグ １回戦 × １－２ 犀生 石川

２回戦 ○ ２－１ 柏二 千葉

３回戦 × １－２ 津南中教校 新潟

予選同点決勝 × １－２ 竜南 鹿児島

× １－２ 夢が丘 山口

× １－２ 十和田 秋田 予選敗退

＜個人戦＞

工藤　晃太 予選リーグ １回戦 ○ うわてなげ 関根 前橋六（群馬）

【盛岡河南】 ２回戦 ◯ よりたおし 有田 屯田北（北海道）

３回戦 × ひきおとし 田崎 交野四（大阪）

決勝トーナメント １回戦 シード

２回戦 ◯ ひきおとし 松井 戸坂（広島）

３回戦 ○ よりきり 関本 南総（千葉）

４回戦 × うわてなげ 本田 宇土鶴城（熊本）

工藤　佳太 予選リーグ １回戦 ○ すくいなげ 宮本 海青（佐賀）

【盛岡河南】 ２回戦 ○ つきおとし 本田 宇土鶴城（熊本）

３回戦 × よりきり 相馬 若草（栃木）

決勝トーナメント １回戦 ○ おしだし 伊賀 土庄（香川）

２回戦 × すくいなげ 山﨑 川崎（福岡）

細田　次大 予選リーグ １回戦 ○ あしとり 岡田 野川（神奈川）

【滝沢南】 ２回戦 ○ わたしこみ 権藤 篠栗（福岡）

３回戦 ○ おしだし 辻 尚徳（福井）

決勝トーナメント １回戦 シード

２回戦 × おしだし 成田 鳥取西（鳥取）

第49回全国中学生ホッケー選手権大会

８月17日（土）～19日（月）

滋賀県米原市：滋賀県立伊吹運動場

＜男子＞

川口中学校 予選G組 △ ４－４ 八頭 鳥取

○ ５－２ 津沢 富山 決勝トーナメント進出

決勝トーナメント １回戦 × ３－５ 八頭 鳥取

沼宮内中学校 予選H組 ○ ４－３ 彦根南 滋賀

× ０－１ 玖珂 山口 決勝トーナメント進出

決勝トーナメント １回戦 × ２－４ 朝日 福井

＜女子＞

沼宮内中学校 予選ｄ組 ○ ４－２ 綾南・協和・国分寺 香川

○ ２－０ 郡山西 奈良 決勝トーナメント進出

決勝トーナメント １回戦 ◯ ２－１ 大原 千葉

準々決勝 × １－６ 石動 富山 第５位



第27回全国中学校駅伝大会

福岡中学校

＜女子＞

第40回全国中学校スケート大会

第40回全国中学校アイスホッケー大会



第57回全国中学校スキー大会


